国際ロータリー第 2620 地区

例

会

第１４５５回

藤枝南ロータリークラブ会報

通常例会/小杉苑

ソング：四つのテスト、春の小川

■ 会 長 挨 拶

2022 年 4 月 22 日（金）Ｎo.36

ソングリーダー：加藤智之君

竹田敏和君

先日の例会時に、杉浦親睦委員長から今年度の
会員旅行についての報告がありました。私のとこ
ろにも会員旅行の出欠表が届きました。会員参加
者 19 名、奥様の同伴 14 名で 33 人のメンバーで、
5 月 28 日(土)、29 日(日)の一泊二日の旅行に行
ってきます。ただ、参加者をみてみますと若い会
員の方の参加が非常に少なくて残念です。以前に
もお話ししましたが、当クラブのような会員旅行
を行なっているクラブはほとんどありません。私
は 12 年目となりますが、入会以来会員旅行には
ほとんど参加させていただいております。先輩方
と交流を深めていくには本当に良い機会だと思
っています。今回は、コロナのこともあり残念な
がら参加できなかった方も次回は参加してみて
ください。必ずや、得るものがあると思います。
来週には、ゴールデンウィークが始まります。私
は、ゴールデンウィークには妻と一泊か二泊の旅
行をしてきました。一昨年、伊豆への旅行を計画
していましたが、コロナの第一波で感染が拡大し
始めて、中止しようか相談していたら宿泊先のほ
うから営業を停止すると連絡が入りました。昨年
も、第三波のため取りやめました。先日のニュー
ス報道によりますと、今年の大型連休中に国内旅

行に出かける人は 68.4%増加するものの、コロナ
前の 2019 年と比べると 33.4%少ない水準だそう
です。
今年は、一昨年のリベンジで伊豆に旅行の計画を
しています。
「Go To トラベル」の代替えとして県
民割という支援制度があり、今年 4 月からは広域
ブロックでの支援制度となり、4 月 28 日までだっ
たのが 5 月 31 日まで延長されることになりまし
た。でも、4 月 29 日から 5 月 8 日の連休期間中は
適用除外となってしまいました。それでも、奥さ
ん孝行の二泊三日の旅行に行ってきます。
皆さんも、ゴールデンウィークを楽しんでくださ
い。

■ 出 席 報 告

村松章典君

本日のホームクラブ
出席者

41／50

82％

前回の補正出席者

40／50

80％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○阿井君○池ヶ谷君○伊藤彰君○漆畑君○川口君
○佐野博君○渕脇君○若林君
佐野裕君

(１)メークアップ者
渡邊芳隆君（静岡）

食事準備数

食事提供数

残

累計残

43

42

1

24

パーフェクト例会数：
欠席連絡は、前日までにお願いします
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■ 会 員 卓 話

朝比奈潔君
若林会員が静岡第４グループのガバナー補佐
に就任する事が内定してますので、ガバナー補佐
を経験した事について皆さんに少しお話をさせ
ていただきます。当時は静岡第５分区で静岡 RC を
含め全９クラブでの活動でした。会長幹事会を各
クラブで持ち廻りで年４回の開催、各クラブを年
３回訪問、そして一番の大仕事が IM の開催です。
クラブの全会員の協力の基に実行委員長を中心
にして実行しました。大変ですが会員の皆様のご
支援に依って今から準備を進めていきたいと思
います。

髙杉光洋君
若林地区ガバナー輩出にあたり、早めの準備が
必要と思います。
ガバナーデグジネート・ガバナーノミニー・ガバ
ナーエレクト・ガバナーと名前は変わっていくの
ですが、地区役員に当クラブのメンバーに出向い
ただき各委員会の内容を掌握していただくには
委員・副委員長・委員長と 3 年かかります。
特に財団・米山等は一朝一夕には理解が難しいの
で早めの関わりが必要と思います。
地区大会と地区協議会は実行委員会制にしたほ
うが良いかと思います。
地区幹事は大変な仕事なので副幹事は 3 名ほど必
要かと思います。
次年度がスタートした時点で人選委員会を立ち
上げ適材適所を模索していくことが肝心化と思
います。
地区事務局は固定化され継続移管されるので事

務的マニュアルは出来ていると思います。
始まってしまえば流れで進むと思いますが、準備
だけは早めに進めましょう。

佐野芳正君
■これまでのＩＭを振り返りながら、クラブとし
て若林さんへの支援を考えたいと思います。
■藤枝南はこれまで 3 名のガバナ－補佐を輩出し
ています。石川さん、富澤さん、朝比奈さんです。
ガバナ－補佐は、その時々の会長幹事と一緒に活
動したリーダ－で、今も「石川さんはお元気です
か」と他のクラブの人から聞かれます。
ガバナー補佐はクラブと 2620 地区を結びつける
大切な存在です。ガバナー補佐と各クラブリーダ
ーが効果的に協力すれば、ロータリーはさらに強
くなります。
■若林さんが 2024～2025 年度 静岡第 4 グルー
プガバナー補佐に就任することによって、地区や
グル－プにおいて知名度はさらにあがります。ま
た、グル－プでの知人が増えて、支援の輪が広が
ります。
■ＩＭはグル－プ単位で、ガバナー補佐が主催し
て開かれます。テーマはロータリーのこと、一般
社会のことで、そのときに話題になっていること
や課題をテーマにします。形式も講演やフォーラ
ムなどいろいろあります。この会合では、見識を
広め深めるとともに、グループ、分区内の会員の
親睦も重要な目的ですから、懇親会も併せて開催
されます。
■2007～2008 年度は富澤さんが静岡第 5 分区の
ガバナ－補佐を務められました。
その時、私は会長を務めていました。
ガバナ－補佐とクラブ会長は連絡を取りあって
一緒に行動します。
若林さんがガバナ－補佐を務める時には、クラブ
の会長幹事を始め、会員の全面的な協力が必要に
なります。
■富澤ガバナ－補佐の IM は平成 20 年 2 月 17 日
（日）小杉苑で開催しました。
当時のガバナ－は、沼津北クラブの道部さんでし
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た。 セレモニ－に続いて、榛村純一氏に「環境
問題とまちの品格」というテーマで講演をいただ
きました。
懇親会では、余興として江﨑さんの奥様にご指導
をいただき、
「ちゃっきり隊」による踊りを披露し、
楽しみました。
また、会員の奥様も大切な役割を担っていただき、
「友愛の広場」などでおもてなしをしていただき
ました。
■2016～2017 年度のガバナ－補佐は、朝比奈さ
んが務められました。
この時、山田さんが会長で、私はＩＭ実行委員長
を仰せつかりました。 時のガバナ－は、清水中
央クラブの生子さんでした。
平成 29 年 3 月 26 日に開催されたので、会員の皆
様も記憶に新しいと思います。
■朝比奈さんは、
「和食」に造詣が深く、テーマを
「我が地域の和食文化－志太の藏めぐり」としま
した。 講師は、神田えり子さんで静岡酵母や酒
米、誉富士のお話をいただきました。
■志太地域の 6 つの蔵元から品評会に出品した銘
酒を提供していただき、利き酒コンテストを開き、
「ロータリ－地酒ソムリエ」が選ばれ、たいへん
盛り上がりました。
また、小杉苑さんには地域の食材による酒に合う
料理を用意していただきました。
■ＩＭのポイントは、
①クラブのまとまりとおもてなし
②有意義なテーマ
③懇親会での友情の輪
を感じていただけるかで、招待したお客さんは評
価します。
■ＩＭは若林さんの評価を上げる絶好の機会で
す。会員全員で取り組んでいきましょう。
■すでに若林さんの進む道筋は作られました。
クラブとしては、今後就任する会長幹事を中心に
体制を築いていくことになります。
できれば、各年度が単独で計画するのでなく、5 年
間連続した支援プランを作ることが良いかと思
います。

例会日

クラブ行事

5/13(金)
第 1456 回

地区協議会報告

理事会

5/20(金)
第 1457 回

外部卓話

小杉苑

5/28(土)
第 1458 回

会員旅行

出雲

6/3(金)
第 1459 回

地区大会報告

理事会

■ 今週の一言

摘要

森竹正晃君

娘の話を３つ話します
１ 娘に戸塚君という彼氏がいました
２ コロナ禍、娘を外出させなかった為、娘の健
康維持が出来ました
外出させなかったので、段ボールに任天堂ス
イッチを書いて渡したら
お取り寄せカードは、いらねえ～“カエヨ”
と段ボールをたたき返されました
３ ２０２２年４月７日、小学校に入学しました。
ピカピカの１年生です。
パパとの約束は、勉強をしっかりやると、約
束してくれました
私の一押しですが。ピカピカの１年生となっ
た我が娘でございます
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